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眼 適用する医薬品眼に適用する医薬品

• 通常の毒性試験に準じる

• 局所毒性と全身毒性を考える

• 対象疾患や投与期間を考慮する対象疾患や投与期間を考慮する

• 動物試験では機能の把握が困難

ヒトでの有害事象は多い• ヒトでの有害事象は多い

• 多くの場合は一過性で回復性

• 過度な蓄積や器質障害は重篤



承認申請に必要な毒性試験、申請区分と添付すべき資料の内容
（H17.3.31 薬食発0331015）

申請区分 単回投
毒性

反復投
毒性

遺伝毒
験性

がん原
性 験

生殖発生
毒性

局所刺
激性

その他の
毒性

（H17.3.31 薬食発0331015）

申請区分 与毒性 与毒性 試験性 性試験 毒性 激性 毒性

新有効成分含有医薬品（１） ○ ○ ○ △ ○ △ △

新医療用配合剤（２） ○ ○ × × × △ △

新投与経路医薬品（３） ○ ○ × △ ○ △ △

新効能医薬品（４） × × × × × × ×

新剤型医薬品（５） × × × × × × ×

新用量医薬品（６） × × × × × × ×

バイオ後続品（７） △ ○ × × × △ △

剤型追加に関わる医薬品（８） × × × × × × ×

類似処方医療用医薬品（９） ○ △ × × × △ ×

原則として、○は添付を×は不要を△は個々の医薬品により判断されることを意味



毒性試験に関連するICHガイドライン毒性試験 関連す

トピック名 最終更新年

がん原性試験 S1 A B C C（R) C(R2) 2008がん原性試験 S1 A,B,C,C（R),C(R2) 2008

遺伝毒性試験 S2 A,B,（R1) 2011

トキシコキネティクス S3 A,B 1996

単回/反復投与
毒性試験

S4 4，A 1999

生殖発生毒性試験 S5 A B B(M)生殖発生毒性試験 S5 A,B,B(M) 2000

バイオテクノロジー
応用医薬品

S6 （R1) 2011

安全性薬理 S7 A 2001

免疫毒性 S8 2006

抗悪性腫瘍薬 S9 2010

光安全性 S10 2010.11～開始

試験実施時期 M3 3 （R1) （R2) 2010

http://www.pmda.go.jp/ich/ich_index.html

試験実施時期 M3 3，（R1),（R2) 2010



接触皮膚炎を起こすと報告されている点眼薬

病型 原 物質 部位 特徴

接触皮膚炎を起こすと報告されている点眼薬

病型 原因物質 部位・特徴

緑内障治療点眼薬 塩酸フェニレフリン、塩酸ピバレフリン、
硫酸アトロピン

眼周囲に起こる

感作成立まで

アレルギー性接触
皮膚炎

抗アレルギー点眼薬

抗菌薬含有点眼薬

フマル酸ケトチフェン、アンレキサノックス 、
クロモグリク酸ナトリウム

トブラマイシン 硫酸ジベカシン

感作成立まで
1年以上におよ
ぶことがある

外用薬同様 ア抗菌薬含有点眼薬

β－ブロッカー点眼薬

トブラマイシン、硫酸ジベカシン、
硫酸シソマイシン

マレイン酸チモロール、ニプラジロール、
塩酸ベフノロール

外用薬同様、ア
ミノグリコシド系
抗菌薬の頻度が
高い

塩酸ベフノロ ル

点眼液による接触皮膚炎は、上眼瞼より、下眼瞼から頬にかけて発生

http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/file/jfm1003006.pdf



フマル酸ケトチフェン点眼液によるアレルギー性
接触皮膚炎例

60歳代、女性

接触皮膚炎例

歳代、女性
（家族歴）特になし

（既往歴）接触皮膚炎の既往はない。ピリン、サルファ剤で固
定薬疹。
（主訴）４ケ月続く難治な眼瞼から周囲の皮疹

（現病歴）初診の４か月前に、目のまわりがだんだん赤くなった。
アレルギー性結膜炎と診断され目薬を使用、改善せず、２ケ月
前にプロピオン酸アルクロメタゾン軟膏を使用したが、改善せ
ず２週間前からケトチフェン点眼液を使用開始し５週前に症状
が悪化した。

症 側 瞼お び 特 角 頬 痒（現症）両側の眼瞼および眼周囲、特に内眼角から頬には痒
みを伴う紅斑・浮腫、一部は丘疹を認めた。

http://www.info.pmda.go.jp/juutoku/file/jfm1003006.pdf



感覚器の受容器感覚器の受容器

感覚器

目 視覚 可視光の量と波長 視神経

耳
聴覚
平衡覚

波長
半規管

蝸牛神経
前庭神経

中枢神経

鼻 臭覚 嗅粘膜嗅部 嗅神経鼻 臭覚 嗅粘膜嗅部 嗅神経

舌 味覚 味蕾 舌神経 顔面・舌咽神経

皮膚 感覚 触・圧・痛・温度 感覚神経 三叉神経皮膚 感覚 触 圧 痛 温度 感覚神経 三叉神経

ヒトでは感覚器の変調が比較的鋭敏に現れる
毒性試験で？



毒性試験における主な採取臓器（例）毒性試験における主な採取臓器（例）

神経系 大脳、小脳、脊髄（頸部・胸部・腰部）、坐骨神経

内分泌系 下垂体、甲状腺、上皮小体、副腎、（松果体・膵臓）、乳腺

唾液腺（顎 舌 ） 舌 食道 胃 十 指腸 空腸
消化器系

唾液腺（顎下・舌下・耳下）、舌、食道、胃、十二指腸、空腸、
回腸、盲腸、結腸、直腸、肝、膵臓

呼吸器系 鼻腔、喉頭、気管、肺（気管支を含む）

循環器系 心臓、縦隔

泌尿器系 腎臓、膀胱、尿管、尿道

生殖器系 精巣 精巣上体 前立腺 精嚢 卵巣 子宮 腟 卵管生殖器系 精巣、精巣上体、前立腺、精嚢、卵巣、子宮、腟、卵管

免疫系 胸腺、脾臓、顎下リンパ節、腸間膜リンパ節、パイエル板

筋・骨格器系 胸骨（骨髄を含む）、大腿骨、大腿部骨格筋筋 骨格器系 胸骨（骨髄を含む）、大腿骨、大腿部骨格筋

感覚器系 眼球、視神経、ハーダー腺

外表系 包皮腺、陰核腺、眼窩外涙腺、 外耳道腺、皮膚



一般的な病理組織学的評価

器官/組織および肉眼的異常部位採取

リン酸緩衝10 vol%ホルマリン液

眼球および視神経

グルタルアルデヒド・ホルマリン液グルタルアルデヒド ホルマリン液
グルタルアルデヒド含有Davidson 液

パラフィン包埋・薄切

ヘマトキシリン・エオジン（H・E）染色

パラフィン包埋 薄切

ヘマトキシリン エオジン（H E）染色

検鏡・病理組織学的に毒性評価



眼の評価法眼の評価法

Draize又は McDonald‐Shadduckによる
肉眼的評価

角膜内皮細胞形態計測
角膜厚測定

瞳孔反射検査 双眼倒立検眼鏡および眼底カ よる瞳孔反射検査
(暗順応後、散光下、光照射）

双眼倒立検眼鏡および眼底カメラによる
中間透光体および眼底像の検査

スリットランプ（細隙灯顕微鏡）による検査
眼圧測定

(蛍光色素を用いる角膜損傷性検査)
眼圧測定

ERG検査(網膜電位図)  電子顕微鏡

蛍光眼底検査 眼底検査蛍光眼底検査 眼底検査

前房内フレア検査 流涙量測定

他の感覚臓器と比べ多種多彩な検査法が開発他の感覚臓器と比べ多種多彩な検査法が開発
専用の検査機器と専門技術が必要



毒性 価 注意 検討す 臓 官毒性評価で注意して検討する臓器・器官

• 薬理作用のターゲットとなる臓器・器官薬理作用のタ ゲットとなる臓器 器官

• 高濃度に曝露される臓器・器官

• 長期に蓄積が認められる臓器・器官

障害（損傷）のある臓器 器官• 障害（損傷）のある臓器・器官

• 二次的作用の臓器・器官次的作用の臓器 器官



最近の事例最近の事例最近の事例最近の事例

メマリー錠

NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤

添付文書
その他の注意

添付文書

ラットの高用量投与において、脳梁膨大皮質及び帯状回皮質に神経細胞の
空胞化又は壊死が認められた



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

追加毒性試験

毒性試験・薬物動態試験

ラット13週間投与毒性試験で眼病変が発現ラット13週間投与毒性試験で眼病変が発現

本薬はメラニン親和性を有する

毒性発現の機序に関する試験

メラニンの有無に関連した眼組織への影響を比較検討

アルビノ及び有色ラットを用いた眼毒性試験アルビノ及び有色ラットを用いた眼毒性試験

NMDA受容体拮抗薬による、ラットの脳梁膨大皮質及び帯状
回皮質の神経細胞に空胞化（Olney lesion）が生じる報告があ
り神経細胞毒性について検討り神経細胞毒性について検討



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

メマンチン塩酸塩の試験結果

最近の事例 （ き）最近の事例 （ き）

メマンチン塩酸塩の試験結果

臓器および組織
アルビノラット 有色ラット

臓器お 組織
への分布

アルビノラット 有色ラット

最大濃度 投与１又は6時間後 投与6時間後

蓄積性
4日後で皮膚以外は

検出限界以下
28日後でも眼内で検出

高蓄積器官
消化管内容物、陰茎、腎臓、尿
路、肝臓、肺、副腎、涙腺、ハー

ダ 氏腺 唾液腺及び脾臓
アルビノラットと同じ

ダー氏腺、唾液腺及び脾臓

眼内曝露
7 32 69 4

(μg・eq/g)
7.32 69.4



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

メマンチン塩酸塩の試験結果

眼組織中濃度分布 アルビノラット 有色ラット

血漿中濃度 80 /k 1 7±1 0 1 5±0 7

メマンチン塩酸塩の試験結果

血漿中濃度 80mg/kg
(μg/mL)       120mg/kg

180mg/kg

1.7±1.0
3.2±1.1
5.8±1.8

1.5±0.7
3.3±1.4
8.5±2.1

涙液中濃度(μg/g)
24.9±5.8
36.6±7.9
168.0±82.8

18.2±6.1
40.8±22.8
113.7±25.2

ハーダ氏腺（平均）(μg/g)
519.5
680.5
981.0

380.7
636.6
859.4

虹彩
2304.4
6340.1

37～47倍

アルビノの
虹彩以外の眼組織

アルビノの
0.73～2.9倍



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

メマンチン塩酸塩の試験結果

角膜の浮腫 水晶体の混濁

メマンチン塩酸塩の試験結果

ラット13週間混餌投与毒性試験
角膜の浮腫、水晶体の混濁
（4週間の休薬により回復）

ラット26週間反復経口
（ 52週間混餌）投与毒性試験

神経節細胞及び網膜の色素上皮細胞にライ
ソソームの増加
（6週間の休薬により回復あるいは回復傾向）

イヌ26週間反復経口投与毒性試験
ヒヒ13週間反復経口投与毒性試験
ヒヒ52週間反復経口投与毒性試験
遺伝毒性試験
がん原性試験（マウス・ラット）
生殖 生毒性 験

変化なし

生殖発生毒性試験



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

眼毒性試験結果

両系統とも角膜病変、水晶体の局所混濁、網膜色素上皮細胞の肥大

角膜病変は有色ラットで、水晶体の病変はアルビノラットで高頻度

有色ラットのブドウ膜やハーダー氏腺に高濃度に存在、組織学的変化なし

角膜の組織学的変化が角膜上皮側のみに観察

涙液中濃度は血漿中濃度 約 倍涙液中濃度は血漿中濃度の約10～30倍

角膜における病変は涙液中の高濃度の本薬が関与する可能性が示唆角膜における病変は涙液中の高濃度の本薬が関与する可能性が示唆

メラニン含有組織に蓄積する性質が眼病変発現に関与した可能性は低い



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

神経細胞毒性試験

神経細胞 壊 空胞化が認められ 量相関神経細胞の壊死又は空胞化が認められ用量相関

ラットでは脳内のAUCは血漿中AUCの18倍以上高い

神経細胞に影響がない50 mg/kg/日の血清中濃度は約550 ng/mL

ヒヒに反復経口投与したが 神経細胞の空胞化及び壊死はないヒヒに反復経口投与したが、神経細胞の空胞化及び壊死はない
その時のCmaxは397 ng/mL

ヒトでは投与4週後で定常状態 血漿中濃度は20mg/日群で112 9～127 8ng/mLヒトでは投与4週後で定常状態、血漿中濃度は20mg/日群で112.9～127.8ng/mL



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

臨床での有害作用
3例以上認められた有害事象 30 9%(134/433)

治験薬の平均投与期間は497.5日

3例以上認められた有害事象 30.9%(134/433)

肺炎 １５例

脱水 １４例

嚥下性肺炎 １２例

大腿骨頚部骨折 １１例

脳梗塞・尿路感染 各７例

大腿骨骨折・食欲不振 各５例

AD・褥瘡性潰瘍・胆嚢炎・敗血症 各４例AD・褥瘡性潰瘍・胆嚢炎・敗血症 各４例

脳出血・白内障・感染・インフルエン
ザ・食欲減退

各３例

眼科学的検査において、特に重要と考えられる臨床的な異常は認められない

眼科学的検査（水晶体、角膜）220例を実施眼科学的検査（水晶体、角膜）220例を実施
異常は3例（水晶体2例、角膜1例）



最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

 ラ トに特異的に発現

審査では

 ラットに特異的に発現

 ラットでの発現は濃度依存的 ラットでの発現は濃度依存的

 蓄積性による障害ではなく、高濃度の涙液が原因

 安全率からヒトへの外挿性が可能

 臨床試験で有害事象に差がない

 臨床試験の眼科検査で異常なし



最近の事例 （ づき）最近の事例 （ づき）最近の事例 （つづき）最近の事例 （つづき）

添付文書（その他の注意）添付文書（その他の注意）

ラットの高用量投与において、
脳梁膨大皮質及び帯状回皮 現象のみ記載 注意事項なし脳梁膨大皮質及び帯状回皮
質に神経細胞の空胞化又は
壊死が認められた

現象のみ記載、注意事項なし



全身投与による眼毒性（網膜毒性）誘発全身投与による眼毒性（網膜毒性）誘発

メ
＋ －

・抗マラリア薬メ

ラ
ニ ＋

・クロロキン（網膜）

抗 ラリア薬
・抗生物質
・β‐作動薬
・β‐遮断薬

ン
親
和

・フェノチアジン系
β

・麻酔薬
・中枢神経薬
・抗コリン薬

和
性
に

・抗マラリヤ薬
・抗生物質
・抗結核薬に

よ
る －

抗結核薬
・抗真菌薬
・中枢神経薬
・心臓脈管薬 その他

眼
蓄
積

・抗がん剤
・皮膚科領域薬
・抗炎症薬

積
性

・免疫調整薬インターフェロン
・Oral contraceptives Hormone



メラニン結合と眼毒性の関連は？

Binding of drugs to eye melanin is not predictive of ocular toxicity.
Leblanc B, Jezequel S, Davies T, Hanton G, Taradach C.

Source
Pfizer Central Research Amboise 37401 FrancePfizer, Central Research, Amboise, 37401, France.

Abstract
Ocular melanin is found in the uveal tract and in the pigmented epithelial layer of the retina. Many structurally and 
pharmacologically unrelated drugs from different therapeutic classes bind to melanin. Examples include numerous drugs acting 
on the central nervous system, beta‐blockers, beta‐agonists, antimalarial drugs, sympathomimetic amines, and antibiotics. The 
critical factors are the acid/base status and the lipophilicity of the molecule. In all cases, there are no direct consequences of 
drug‐melanin binding. Drug‐related toxic effects on the retina described in humans and animals are unrelated to melanin 
binding: melanin binding and retinal toxicity are two separate entities, the latter being related to the intrinsic toxicity of the 
compound rather than its ability to bind. Chloroquine and phenothiazines are often used as examples of drugs with retinal p y q p p g
toxicity linked to melanin binding. In both cases however, experimental data show that the toxic mechanism is unrelated to 
binding. Melanin binding has also been found to be protective against the ocular toxicity of some drugs. In conclusion, we 
believe that potential ocular toxicity of future drugs can be assessed adequately by conducting well‐designed toxicology studies, 
and using nonpigmented rodents in addition to pigmented nonrodent species remains fully justified. Binding of drugs to eye 
melanin is not predictive of ocular toxicitymelanin is not predictive of ocular toxicity.

Copyright 1998 Academic Press.
PMID: 

9927562 
[ b d d d f ][PubMed ‐ indexed for MEDLINE] 



眼組織別にみた眼毒性を有するもしくは懸念される薬物眼組織別にみた眼毒性を有するもしくは懸念される薬物
（一部抜粋）

角膜 水晶体・白内障 眼圧・緑内障 網膜 視神経

ピロカルピン フェノチアジン系 Adr作動薬 クロロキン モルヒネ

抗コリン作用/

アミオダロン フェルナジン

抗 リン作用/

M遮断薬/

筋肉弛緩薬

インスリン ジアゼパム

クロルプロマジン カルバマゼピン Ca拮抗薬 クロミフェン ナリジクス酸

金チオリンゴ酸Na ペニシラミン AChE阻害剤 ステロイド

三環形抗うつ薬 ワルファリン

ケタミン ミコナゾールケタミン ミ ナゾ ル



安全上の理由から市場撤退した医薬品（1990～2004）その１

医薬品名 撤退年(日本) 撤退理由

ジレバロル dilevalol × 1990 肝毒性

ゾ ム ○ 神経精神 応トリアゾラム triazolam ○ 1991 神経精神反応

テロジリン rerodiline × 1991 QT間隔延長とTdP

エンカイニド encainide × 1991 不整脈

フィペキシド fi id 1991 肝毒性フィペキシド fipexide 1991 肝毒性

テマフロキサシン temafloxacin × 1992 低血糖症・溶血性貧血・腎不全

ベンザロン benzarone × 1992 肝毒性

レモキシプリド remoxipride × 1993 再生不良性貧血レモキシプリド remoxipride × 1993 再生不良性貧血

アルピデム alpidem × 1993 肝毒性

フロセキナン flosequinan × 1993 不整脈が原因超過死亡

ベンダザック bendazac × 1993 肝毒性ンダザック bendazac × 1993 肝毒性

ソリブジン solvidine 1993(1993) 薬物相互作用による骨髄毒性

クロルメザノン chlolmezanone × 1996 肝毒性及び深刻な皮膚反応

トレスタット tolrestat × 1996 肝毒性

ミナプリン minaprine × 1996 痙攣

ペモリン pemoline ○ 1997 肝毒性

× 日本で発売されなかったもの×：日本で発売されなかったもの
○：日本で発売継続のもの



医薬品名 撤退年(日本) 撤退理由

安全上の理由から市場撤退した医薬品（1990～2004）その２

医薬品名 撤退年(日本) 撤退理由

デクスフェンフラミン dexfenfurmine × 1998 心臓弁膜症と肺高血圧

フェンフルラミン fenfluamine × 1998 心臓弁膜症と肺高血圧

テルフェナジン terfenadine 2000(1998) 薬物相互作用・QT間隔の延・TdPテルフェナジン terfenadine 2000(1998) 薬物相互作用・QT間隔の延・TdP

ブロムフェナック bromfenac ○ 1998 継続投与後の肝毒性 （点眼剤のみ継続）

エブロチジン ebrotidine × 1998 肝毒性

セルチンド ル i d l 間隔延長と の可能性セルチンドール sertindole × 1998 QT間隔延長とTdPの可能性

ミベフラジル mibefradil × 1998 薬物相互作用後のスタチン誘起型横紋筋変性、TbPリスク

トルカポン tolcapone × 1998 肝毒性

アステミゾ ル astemizole 1999(1999) 薬物相互作用 QT間隔の延長 TdPアステミゾール astemizole 1999(1999) 薬物相互作用・QT間隔の延長・TdP

トロバフロキサシン trovafloxacin × 1999 肝毒性

グレパフロキサシン grepafloxacin × 1999 QT間隔の延長とTbP

トログリタゾン troglitazone 2000(2000) 肝毒性トログリタゾン troglitazone 2000(2000) 肝毒性

アロセトロン alosetron × 2000 虚血性結腸炎

シサプリド fcisapride 2000(2000) 薬物相互作用・QT間隔の延長・TdP

ドロペリドール droperidol ○ 2001 QT間隔の延長・TdPド リド ル p ○ QT間隔の延長 TdP

レバセチルメタドール levacetylmethadol × 2001 薬物相互作用・QT間隔の延長・TdP

セリバスタチン cerivastatin 2001(2000) 薬物相互作用後の横紋筋変性

ロフェコキシブ rofecoxib × 2001 心筋梗塞および脳卒中

×：日本で発売されなかったもの
○：日本で発売継続のもの

津谷喜一郎：市場から撤退した医薬品
ファルマシア,43.1097‐1102.2007（改）



安全上の理由から市場撤退した医薬品（1990～2004）安全上の理由から市場撤退した医薬品（1990 2004）

近年、眼病変が原因で市販後に
撤退した医薬品はない撤退した医薬品はない



バイアグラと眼

バイアグラ （シルデナフィルクエン酸塩：勃起不全治療剤）

添付文書

禁忌
網膜色素変性症患者

その他の注意その他の注意
(5)動物実験で、メラニン色素に富む網膜との親和性が高いとの報告
があるので、長期間投与する場合には眼科的検査を行うなど注意して
投与すること投与すること

(4)その他の特殊毒性

審査報告書

(4)その他の特殊毒性
５）ラット6，24ヶ月、イヌ1，6，12ヶ月経口投与試験で眼科的検査および
網膜の病理学的検査を実施したが異常なし

外顆粒層数・内顆粒層数を計測 影響なし
点滴静注後(10～50mg/kg)ERGに変化あり

ERGの変化は大量に投与した場合に起こる一過性の変化で網膜に器質ERGの変化は大量に投与した場合に起こる一過性の変化で網膜に器質
的変化は及ぼさない。メラニン色素との親和性は高いが、イヌに12ヶ月
投与しても網膜への変化が見られないことより、毒性学的影響はない



アログリセムカプセルと眼

アログリセムカプセル （ジアゾキシド：高インスリン血性低血糖症）

添付文書

記載なし

イヌ反復投与毒性試験の高濃度で白内障が認められた

審査報告書

アロキサンをイヌに投与した変化と類似、血糖上昇作用に起因
ヒトにおいても高血糖で白内障が生じる
イヌの白内障は休薬によって回復することが報告イヌの白内障は休薬によって回復することが報告

対象患者や発生頻度、メカニズムからリスクは低い



エクジェイド懸濁用錠と眼

エクジェイド懸濁用錠（デフェラシロクス：輸血による慢性鉄過剰症）

添付文書

エクジェイド懸濁用錠（デフェラシロクス：輸血による慢性鉄過剰症）

添付文書

重篤な基本的注意
⑷ 本剤投与によって難聴及び水晶体混濁、視神経炎が報告されているの
で、投与開始前及び投与後は定期的（ 6 ヵ月毎）に聴力検査及び眼科的、 定期 眼

検査（眼底検査を含む）を行い、異常が認められた場合には減量又は休薬
し、適切な処置を行うこと。

ラット26週間鉄添加飼料反復経口投与試験で目の混濁、眼球突出、水晶
体の異常が認められ、組織学的には白内障で水晶体の異常は回復しない。

審査報告書

体の異常が認められ、組織学的には白内障で水晶体の異常は回復しない。
幼若動物の試験でも白内障が認められた。

発現機序については不明、同様な変化は鉄キレート剤のデフェロキサミン発現機序 不明、同様な変化 鉄キ 剤 デ キサ ン
メシル酸塩でも認められている。



リスクアセスメント（安全性評価）の手順リスクアセスメント（安全性評価）の手順

有害性確認有害性確認
Hazard 

Identification
毒性試験結果や報告

用量反応評価
Dose‐response 

リスク管理
Risk 

managementNOAELや用量相関性p
Assessment

a age e tNOAELや用量相関性

曝露評価
Exposure 

Assessment
血漿・臓器中濃度

リスク判定
Risk 対象疾患・重篤度・安全率Risk 

Characterization
対象疾患・重篤度・安全率



ご静聴ありがとうございました


